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大地のご利用について あと 8 名！早く仲間になってください
障害者支援を考える 62

管理者

渡辺真一

【ファーストステージ】
「謙虚」な気持ちで自分を見つめ直したい、と考える日が多くな
りました。理由は他事業所の対応がお粗末で、「人のふり見て、我
がふり直せ」ということわざの通り、自らを対応を考えるべきでは
と思うからです。目の前の人が髪の毛を触ったら、私には寝ぐせが
あります。私を見て、相手がとった行動には意味があります。

9/1 防災を考えるイベント。昼食はレトルトご飯にレ
トルトカレー、インスタント味噌汁です。そうです、避
難所で食べるような食事体験です。意外に好きかも。

9/18 大地ツアーズで深谷にある農林公園に出か
けました。コロナ禍での外出は中止してきましたが、
やはり外で身体を動かすのは気持ちが良いです。

9/22 運動会 in 大地 行田市総合体育館の人数制
限が緩和されず、仕方なく大地のホールを使って運
動会を開催しました！大変盛り上がりました。

10/9 新米まつり ご利用者の杉田様から新米をい
ただきました。新米を炊いておにぎりを作って食べま
した。大きなおにぎりを好きな形に握りました。

【セカンドステージ】
土曜日に営業する事業所が増え
ました。以前から営業している私
たちは、土曜日は営業していませ
ん。なぜ増えた？利用者のニー
ズ？だとしたら、私たちも土曜日
営業すべきなのではないのか。
営業開始 9 時～終了 15 時。え
っ、それでいいの？ なら、私た
ちも営業時間を変えようかな？
【サードステージ】
私たちは最近自分たちのことし
か見なくなりました。または、自
分たちの周囲にしか目を向けなく
なりました。周囲で起こっている
ことが見えなくなっています。き
っと、いろいろ変わってきている
のでしょう。
なので、飛び出して世界を見て
きたい、見てきてほしい、そんな
気持ちが沸き上がってきました。
【ファイナルステージ】
「井の中の蛙、大海を知らず」の
続きが作者不詳であるそうです。
「されど 井の中を知る」
「されど 空の青さを知る」
井戸の中のカエルは大海を知ら
ないが、それでも井戸の中の事情
には詳しいし、空が青いことも知
っている。つまり、狭い範囲しか
知らないからこそ突き詰めて物事
を考えられる、と前向きな捉え方
をしています。私たちには大海に
出ることも、物事を突き詰めるこ
とも大切です。なので、健翔会の
スタッフには、研修等で、広く、
深く学んでほしいと思います。話
は変わりますが、私たちは蛙（カ
カワズ）を K と呼んでいます。

秋の大地ツアー紹介

↑農林公園を散策です

↑車イスもゆったり歩きます

↑森の妖精たちです

↑ランチタイムです

↑湯気がおいしそうです

健翔会のホームページ https://kenshokai.net/
「健翔会 大地」 で検索ね

家に家族が増えました

ご利用者紹介

林 健太さん（はやし けんた）

甥っ子 5 才、姪っ子 3 才、もう一人の甥っ子 1 才、そして僕の姉ちゃん。合わ
せてわが家は 7 人と 1 匹、大家族です。毎日にぎやかで、僕は前より笑ったり、
膝の上に乗られたりで楽しくなりました。にぎやかなのはいいのですが、ご飯の時
間になっても、お母さんが忙しくて僕のご飯はいつも最後になってしまうのは不満
ですが、
、
、でも、大地から帰ると大好きなヘルパーさん 2 人が僕を迎えてくれま
す。そして、おやつを食べさせてくれて、お風呂に入れてくれます。その時が何と
言っても、家に帰ってきてから一番うれしい時間です。
いっぱいおしゃべりをしたりすると、笑いが止まらず、死にそうになってしまう
こともよくあります。そんな時はみんなが叫んでくれます。「健ちゃん、戻って来
て！」と。みんな爆笑です。僕は毎日充実してますよ。
←「健太さん、写真撮るよ！」職員の声に、前述のように楽しくなっちゃう林さんです。

「健翔会 賛助会員」募集中
大地でほしいもの
・リサイクル品

アルミ缶、新聞紙、段ボー
ル、牛乳パック、本、古着

・未使用切手・ハガキ（書き損じ OK）
・石鹸・洗剤・バザー品
・毎月月末に古着リサイクルを始めました。
ご家庭の衣類の提供をお願いします。
・大地では PayPay での支払いができるよ
うになりました。
・大地では GoTo トラベル地域クーポンで
の支払いができるようになりました。

御礼

いつもありがとうございます！

○新米 杉田様
〇切手はがき 齋藤様
○リサイクル品 林様、吉田様、大久保様、
高山様、長谷川様、岡田様、入口様、篠本
様、齋藤様、武井様、坂本様、中里様、長
島様、大門様、澁澤様、中島様、根岸様、
橋上様
○バザー品 渡辺様、武井様
○菓子・ジュース・果物 長島様、川田様（行
特）
、鎮目様
○発泡スチロール 優電設様、金子電機様、
行田クリーンパック様

活動

応援してください。

10 月は残念ながら給料支給できませんで
した。販売先のお客様の数が減りました。で
も、めげずに頑張ります。
大地の販売会
ふぁみいゆ東館 11/4、18 11 時 30 分
行田市役所 10/28、11/11、25 11 時

10～11 月スケジュール
10/31 むさしの村に行こう
11/7 イタリアンレストランでランチ
11/26 消防訓練
11/28 こどもの国で遊ぼう
大地での取り組み新型コロナ感染予防
1.検温 2.マスク着用 3.手指消毒 4.室
内消毒清掃 5.換気 6.一方向での食事
7.送迎車消毒清掃 8.情報共有
徹底して実施中です。
秋の土曜日イベントがスタートしました。

年会費 1 口

2,000 円

大地ニュース・麦の穂便り・にじいろ通信（各 100 円）を年 3 回郵送、さ
らにカレンダー（1,200 円）をプレゼントします。是非ご入会ください。

「週末の散策」で過去の大地ニュースを見ることができます。
http://kimama.na.coocan.jp/index.htm
健翔会のスタッフブログはＦａｃｅbook 「いいね」をクリックしてください
フェイスブックで「社会福祉法人健翔会」を検索してください！
秋のイベントを紹介します。おやつつ
くり、運動会、新米まつりなどの様子
を写真でご紹介します。
⇒①9/21 手作りおやつつくりでホ
ットケーキをつくりました。なんとお
豆腐を入れてヘルシーになったホット
ケーキです。しっかり厚みのある美味
しいホットケーキになりました。
⇒②9/22 広い大地のホールで運動
会を行いました。大玉ころがしで運動
会気分も盛り上がります。みんなの声
援も大きくなって選手も張り切ってい
ました。優勝したのは、屋外班です。
⇒③9/22 運動会でみんな一生懸命
頑張りました。2 人でラケットを使っ
てボールを挟んで運びます。チームワ
ークが必要な競技です。しかも、ラケ
ットとボールがバトン替わりなので、
スピードも必要です。
⇒④ 10/9 杉 田さんから 頂いた 新
米。みんなで研いで炊いておにぎりに
しました。具は昆布や鮭、ツナマヨな
ど。支援では、結果を受容することも
大切なので、自分の好きな具、好きな
形のおにぎりをつくります。
⇒⑤10/9 自分で握った新米のおに
ぎりを昼食で頬張りました。炊き立て
の新米をおにぎりにしたので甘い香り
がします。
「収穫、実りの秋」を感じま
す。おにぎり、とてもおいしいです。
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